
【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産          26,945,304 　固定負債           7,092,398

　　有形固定資産          24,760,601 　　地方債           6,316,250

　　　事業用資産           9,502,598 　　長期未払金             160,000

　　　　土地           3,861,278 　　退職手当引当金             594,920

　　　　立木竹              43,366 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物          13,309,773 　　その他              21,227

　　　　建物減価償却累計額         △8,212,809 　流動負債             751,699

　　　　工作物           1,204,244 　　1年内償還予定地方債             663,815

　　　　工作物減価償却累計額           △861,669 　　未払金                  －

　　　　船舶               2,282 　　未払費用              25,000

　　　　船舶減価償却累計額             △2,282 　　前受金                  －

　　　　浮標等                  － 　　前受収益                  －

　　　　浮標等減価償却累計額                  － 　　賞与等引当金              44,643

　　　　航空機                  － 　　預り金              16,847

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他               1,394

　　　　その他                  － 負債合計           7,844,097

　　　　その他減価償却累計額                  － 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定             158,415 　固定資産等形成分          28,207,724

　　　インフラ資産          15,211,095 　余剰分（不足分）         △7,724,182

　　　　土地             119,737

　　　　建物              31,452

　　　　建物減価償却累計額             △1,289

　　　　工作物          53,060,902

　　　　工作物減価償却累計額        △37,999,707

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                  －

　　　物品             811,628

　　　物品減価償却累計額           △764,719

　　無形固定資産                  －

　　　ソフトウェア                  －

　　　その他                  －

　　投資その他の資産           2,184,704

　　　投資及び出資金             140,531

　　　　有価証券              19,540

　　　　出資金             120,991

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権              62,789

　　　長期貸付金             111,364

　　　基金           1,876,832

（単位：千円）

科目 金額

一般会計等貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



　　　　減債基金             110,963

　　　　その他           1,765,869

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金             △6,813

　流動資産           1,382,334

　　現金預金              72,665

　　未収金              22,250

　　短期貸付金               4,794

　　基金           1,257,625

　　　財政調整基金           1,127,584

　　　減債基金             130,041

　　棚卸資産                  －

　　その他              25,000

　　徴収不能引当金                  － 純資産合計          20,483,542

資産合計          28,327,638 負債及び純資産合計          28,327,638

（単位：千円）

科目 金額

一般会計等貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



経常費用                      5,783,130

　業務費用                      3,269,335

　　人件費                        711,447

　　　職員給与費                        621,248

　　　賞与等引当金繰入額                         44,643

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                         45,557

　　物件費等                      2,496,922

　　　物件費                      1,074,608

　　　維持補修費                        108,587

　　　減価償却費                      1,313,728

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                         60,966

　　　支払利息                         46,217

　　　徴収不能引当金繰入額                          6,813

　　　その他                          7,937

　移転費用                      2,513,795

　　補助金等                      1,372,616

　　社会保障給付                        587,703

　　他会計への繰出金                        524,952

　　その他                         28,524

経常収益                        306,213

　使用料及び手数料                         58,484

　その他                        247,729

純経常行政コスト                      5,476,917

臨時損失                             75

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                             75

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                             －

臨時利益                             －

　資産売却益                             －

　その他                             －

純行政コスト                      5,476,992

一般会計等行政コスト計算書
自 平成29年04月01日

（単位：千円）

一般会計等

至 平成30年03月31日

科目 金額



28,891,254 △8,149,77720,741,477前年度末純資産残高

△5,476,992△5,476,992　純行政コスト（△）

5,219,0575,219,057　財源

4,330,7914,330,791　　税収等

888,265888,265　　国県等補助金

△257,935△257,935　本年度差額

△683,530 683,530　固定資産等の変動（内部変動）

409,058 △409,058　　有形固定資産等の増加

△1,313,803 1,313,803　　有形固定資産等の減少

902,123 △902,123　　貸付金・基金等の増加

△680,909 680,909　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

－－　無償所管換等

－ －－　その他

△683,530 425,595△257,935　本年度純資産変動額

28,207,724 △7,724,18220,483,542本年度末純資産残高

（単位：千円）

科目
固定資産等形成分 余剰分（不足分）合計

一般会計等純資産変動計算書
自 平成29年04月01日

一般会計等

至 平成30年03月31日



【業務活動収支】                             －

　業務支出                      4,532,740

　　業務費用支出                      2,017,139

　　　人件費支出                        839,558

　　　物件費等支出                      1,124,194

　　　支払利息支出                         46,217

　　　その他の支出                          7,170

　　移転費用支出                      2,515,601

　　　補助金等支出                      1,372,616

　　　社会保障給付支出                        587,703

　　　他会計への繰出支出                        524,952

　　　その他の支出                         30,330

　業務収入                      4,766,898

　　税収等収入                      4,330,250

　　国県等補助金収入                        298,305

　　使用料及び手数料収入                         58,679

　　その他の収入                         79,664

　臨時支出                         14,984

　　災害復旧事業費支出                         14,984

　　その他の支出                             －

　臨時収入                        393,427

業務活動収支                        612,602

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                        923,388

　　公共施設等整備費支出                        394,075

　　基金積立金支出                        491,114

　　投資及び出資金支出                         32,199

　　貸付金支出                          6,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                        505,515

　　国県等補助金収入                        198,339

　　基金取崩収入                        301,627

　　貸付金元金回収収入                          5,549

　　資産売却収入                             －

　　その他の収入                             －

投資活動収支                      △417,873

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                        876,895

　　地方債償還支出                        875,750

　　その他の支出                          1,144

　財務活動収入                        660,155

　　地方債発行収入                        660,155

　　その他の収入                             －

一般会計等資金収支計算書
自 平成29年04月01日

（単位：千円）

一般会計等

至 平成30年03月31日

科目 金額



財務活動収支                      △216,740

本年度資金収支額                       △22,011

前年度末資金残高                         59,772

本年度末資金残高                         37,761

前年度末歳計外現金残高                         31,482

本年度歳計外現金増減額                          3,422

本年度末歳計外現金残高                         34,904

本年度末現金預金残高                         72,665

一般会計等資金収支計算書
自 平成29年04月01日

（単位：千円）

一般会計等

至 平成30年03月31日

科目 金額


